
【様式第1号】

自治体名：岩泉町

会計：全体会計 （単位：円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 55,083,866,087   固定負債 17,959,861,761

    有形固定資産 52,734,712,409     地方債等 15,010,760,740

      事業用資産 28,400,442,582     長期未払金 -

        土地 6,125,441,251     退職手当引当金 1,000,018,000

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 5,716,219,700     その他 1,949,083,021

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 2,300,893,763

        建物 29,717,073,202     １年内償還予定地方債等 2,125,595,750

        建物減価償却累計額 -15,297,488,643     未払金 23,215,678

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 3,001,532,370     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -1,139,034,624     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 97,933,305

        船舶 -     預り金 54,149,030

        船舶減価償却累計額 -     その他 -

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 20,260,755,524

        浮標等 - 【純資産の部】

        浮標等減価償却累計額 -   固定資産等形成分 59,920,430,983

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -19,092,759,827

        航空機 -   他団体出資等分 -

        航空機減価償却累計額 -

        航空機減損損失累計額 -

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 276,699,326

      インフラ資産 22,734,261,812

        土地 821,524,016

        土地減損損失累計額 -

        建物 68,857,278

        建物減価償却累計額 -4,712,646

        建物減損損失累計額 -

        工作物 66,478,111,530

        工作物減価償却累計額 -44,718,137,167

        工作物減損損失累計額 -

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 88,618,801

      物品 5,427,663,545

      物品減価償却累計額 -3,827,655,530

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 16,526,495

      ソフトウェア 16,526,495

      その他 -

    投資その他の資産 2,332,627,183

      投資及び出資金 181,299,436

        有価証券 64,374,836

        出資金 116,924,600

        その他 -

      長期延滞債権 19,223,824

      長期貸付金 152,992,816

      基金 1,981,914,111

        減債基金 -

        その他 1,981,914,111

      その他 -

      徴収不能引当金 -2,803,004

  流動資産 6,004,560,593

    現金預金 1,133,980,604

    未収金 35,509,650

    短期貸付金 6,565,443

    基金 4,829,999,453

      財政調整基金 2,190,151,698

      減債基金 2,639,847,755

    棚卸資産 1,272,280

    その他 -

    徴収不能引当金 -2,766,837

  繰延資産 - 純資産合計 40,827,671,156

資産合計 61,088,426,680 負債及び純資産合計 61,088,426,680

連結貸借対照表
（令和3年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：岩泉町

会計：全体会計 （単位：円）

連結行政コスト計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目 金額

  経常費用 12,509,833,224

    業務費用 6,394,340,743

      人件費 1,862,878,725

        職員給与費 1,507,002,007

        賞与等引当金繰入額 97,933,305

        退職手当引当金繰入額 -38,765,179

        その他 296,708,592

      物件費等 4,417,313,625

        物件費 1,833,884,002

        維持補修費 71,905,636

        減価償却費 2,511,523,987

        その他 -

      その他の業務費用 114,148,393

        支払利息 32,821,219

        徴収不能引当金繰入額 2,402,837

        その他 78,924,337

    移転費用 6,115,492,481

      補助金等 5,606,989,075

      社会保障給付 498,247,825

      その他 13,055,581

  経常収益 674,088,743

    使用料及び手数料 360,040,709

    その他 314,048,034

純経常行政コスト 11,835,744,481

  臨時損失 1,384,612,869

    災害復旧事業費 1,247,188,545

    資産除売却損 123,319,051

    損失補償等引当金繰入額 -1,550,427

    その他 15,655,700

  臨時利益 210,911,649

    資産売却益 6,860,333

    その他 204,051,316

純行政コスト 13,009,445,701



【様式第3号】

自治体名：岩泉町

会計：全体会計 （単位：円）

固定資産 
等形成分

余剰分 
(不足分)

他団体出資等分

前年度末純資産残高 39,079,464,486 57,329,934,693 -18,250,470,207 -

  純行政コスト（△） -13,009,445,701 -13,009,445,701 -

  財源 12,737,831,787 12,737,831,787 -

    税収等 7,521,337,361 7,521,337,361 -

    国県等補助金 5,216,494,426 5,216,494,426 -

  本年度差額 -271,613,914 -271,613,914 -

  固定資産等の変動（内部変動） 2,526,115,251 -2,526,115,251

    有形固定資産等の増加 4,929,468,418 -4,929,468,418

    有形固定資産等の減少 -2,641,981,837 2,641,981,837

    貸付金・基金等の増加 1,143,691,317 -1,143,691,317

    貸付金・基金等の減少 -905,062,647 905,062,647

  資産評価差額 605,421,726 605,421,726

  無償所管換等 -5,461,856,978 -5,461,856,978

  他団体出資等分の増加 - -

  他団体出資等分の減少 - -

  比例連結割合変更に伴う差額 - - - -

  その他 6,876,255,836 4,920,816,291 1,955,439,545

  本年度純資産変動額 1,748,206,670 2,590,496,290 -842,289,620 -

本年度末純資産残高 40,827,671,156 59,920,430,983 -19,092,759,827 -

連結純資産変動計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目 合計



【様式第4号】

自治体名：岩泉町

会計：全体会計 （単位：円）

連結資金収支計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目 金額

【業務活動収支】

  業務支出 9,996,494,521

    業務費用支出 3,881,002,040

      人件費支出 1,888,651,566

      物件費等支出 1,888,884,879

      支払利息支出 32,821,219

      その他の支出 70,644,376

    移転費用支出 6,115,492,481

      補助金等支出 5,606,989,075

      社会保障給付支出 498,247,825

      その他の支出 13,055,581

  業務収入 11,764,537,739

    税収等収入 7,364,171,303

    国県等補助金収入 3,735,757,426

    使用料及び手数料収入 356,089,998

    その他の収入 308,519,012

  臨時支出 1,262,844,245

    災害復旧事業費支出 1,247,188,545

    その他の支出 15,655,700

  臨時収入 1,110,308,000

業務活動収支 1,615,506,973

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,979,665,137

    公共施設等整備費支出 1,324,954,233

    基金積立金支出 555,182,904

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 99,528,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,016,258,309

    国県等補助金収入 390,040,964

    基金取崩収入 320,170,747

    貸付金元金回収収入 95,134,949

    資産売却収入 210,911,649

    その他の収入 -

投資活動収支 -963,406,828

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,218,217,938

    地方債等償還支出 2,151,203,014

    その他の支出 67,014,924

  財務活動収入 1,287,873,000

    地方債等発行収入 1,169,600,000

    その他の収入 118,273,000

前年度末歳計外現金残高 52,672,173

本年度歳計外現金増減額 351,546,225

本年度末歳計外現金残高 404,218,398

本年度末現金預金残高 1,133,980,604

財務活動収支 -930,344,938

本年度資金収支額 -278,244,793

前年度末資金残高 1,008,006,999

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 729,762,206


